
P1 ガソリンのギフト券　取扱店・販売店リスト【07山形県】　取扱店/194　販売店/ 13 2023-05-01現在

地区　7 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

1ENEOS 燃料店 ㈲五十嵐吉蔵商事 灯油配送センター 桧町2-9-3 023-681-4709

2コスモ セルフ 遠藤商事㈱ あかねヶ丘競技場前SS あかねヶ丘2-16-4 023-645-6306

3コスモ フル 遠藤商事㈱ 立谷川工業団地前SS 伊達城1-7-3 023-686-3302

4コスモ フル 遠藤商事㈱ 宮町SS 宮町1-5-27 023-633-0538

5コスモ フル＆セルフ 遠藤商事㈱ 県庁前SS 松波4-11-9 023-641-0396

6コスモ セルフ 遠藤商事㈱ 青田SS 青田5-15-41 023-626-5580

7コスモ フル＆セルフ 遠藤商事㈱ 落合スポーツセンター前SS 落合町字千歳8-1 023-624-5155

8コスモ フル 遠藤商事㈱ 篭田SS 篭田3-9-12 023-644-7870

9ENEOS 燃料店 小笠原商事㈱ ガスセンター 長苗代583-2 023-643-4966

10ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet山形県立中央病院前店 大字青柳字北柳1571-5 023-686-9870

11ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive山形南館店 富の中4-5-22 023-646-8770

12ENEOS フル ㈱くぬぎや油店 ファーストイン青田 青田1-1-1 023-631-5667

13その他 セルフ ㈱ジャオ 下条セルフステーション 下条町2-12-9 023-645-3704

14その他 セルフ ㈱ジャオ 上町セルフステーション 上野4-10-1 023-644-5305

15ENEOS フル ㈱鈴木油店 エネルギーハウス536 江南二丁目1-34 023-684-3008

16 アポロステーション セルフ ㈱千代田商事 セルフ桧町GS 桧町3-6-1 023-681-6815

17 アポロステーション セルフ ㈱千代田商事 山形北町GS 北町4-2-35 023-674-9799

18ENEOS フル 日米商事㈱ 県庁前SS 松波4-10-1 023-622-8764

19ENEOS セルフ 日米商事㈱ 城西SS 城西町4-3-27 023-647-7188

20ENEOS セルフ 日米商事㈱ 深町SS 深町1-2-1 023-644-5776

21 アポロステーション フル ㈱菱沼 ユアーズ宮町給油所 宮町1-4-12 023-623-6863

22ENEOS フル ㈱深瀬商店 山形バイパス漆山SS 伊達城1-7-1 023-686-3300

23ENEOS フル ㈱深瀬商店 印役SS 鈴川町3-15-12 023-641-0572

24ENEOS フル 富士鉱油㈱ Dr.Drive花楯店 花楯2-18-50 023-674-6605

25ENEOS フル 富士鉱油㈱ 幸町ステーション 幸町7-18 023-622-5124

26ENEOS セルフ 富士鉱油㈱ アーバン桜田ステーション 桜田東1-10-23 023-633-0170

27ENEOS フル＆セルフ 富士鉱油㈱ セルフ城西ステーション 西田1-2-1 023-643-6335

28ENEOS フル 富士鉱油㈱ Dr.Drive南原店 南原町1-20-34 023-625-8600

29ENEOS フル 山形ガス㈱ 駅前事業所 幸町7-66 023-623-8821

30ENEOS フル 山形ガス㈱ 南栄町事業所 南栄町2-9-1 023-625-7676

31ENEOS フル 山形日産石油販売㈱ 鉄砲町3-5-20 023-622-0335

32ENEOS フル ヤマリョー㈱ 十日町給油所 十日町2-1-36 023-622-2145 〇

33ENEOS フル＆セルフ ヤマリョー㈱ 松見町給油所 松見町21-22 023-644-3276 〇

34ENEOS フル ヤマリョー㈱ 清住給油所 清住町3-6-38 023-644-8257 〇

35ENEOS フル ヤマリョー㈱ 立谷川給油所 大字十文字字薬師浦1530-3 023-686-3818 〇

36ENEOS セルフ ヤマリョー㈱ あかねヶ丘給油所 飯沢88-2 023-643-3831 〇

37ENEOS セルフ ヤマリョー㈱ 蔵王給油所 表蔵王26-2 023-689-9331 〇

山形市

38ENEOS フル＆セルフ ヤマリョー㈱ ビックウィング前給油所 浜崎78 023-622-7753 〇

39ENEOS フル ㈲イタガキ 杉の目町SS 杉の目町3027-1 0238-38-7171

40ENEOS 燃料店 ㈲市川商店 米沢六郷SS 六郷町一漆130-2 0238-37-3139

41コスモ セルフ エムツーホールディングス㈱ セルフステーション通町SS 通町6-12-12 0238-21-3637

42ENEOS セルフ 置賜ツバメ石油㈱ スーパーセルフ米沢サービスステーション 成島町3-2758-1 0238-24-5360

43ENEOS 燃料店 小笠原商事㈱ 米沢支店 東大通3-8-26 0238-23-4117

44ENEOS セルフ カメイ㈱ Dr.Drive EneJet米沢春日店 春日2-3-10 0238-23-3158

45ENEOS フル ㈱小池商店 ENEOS門東町SS 門東町2-4-48 0238-23-0744

46ENEOS 燃料店 ㈱近野 本町1丁目1-22 0238-23-0860

47コスモ フル＆セルフ ㈱大丸石油店 コスモ成島SS 成島町3-2780-5 0238-22-4155

48コスモ フル ㈱大丸石油店 米沢中央SS 中央1-7-30 0238-22-2767

49ENEOS フル ㈲手塚屋商店 上新田SS 大字上新田1155-1 0238-37-5318

50その他 フル 長井石油㈱ 米沢給油所 中央2丁目7-2 0238-22-3226

51シェル 燃料店 ㈱長沢燃料商事 中央6丁目1-211 0238-23-0216

52ENEOS フル ㈱西方石油店 Dr.Drive花沢大橋店 花沢町2735-1 0238-24-8730

53ENEOS セルフ ㈱西方石油店 Dr.Drive米沢西店 御廟1-7-43 0238-26-8624

54ENEOS フル ㈱西方石油店 Dr.Drive八幡原店 八幡原5-4862-15 0238-28-1228

55出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 13号米沢バイパス 万世町片子柏原5119-4 0238-23-4038

56ENEOS フル＆セルフ ㈲マルエー石油 万世SS 万世町5388-1 0238-23-4130

57コスモ セルフ ㈲丸忠太田商店 セルフユニコーン米沢バイパス給油所 花沢町2841-9 0238-22-5078

58コスモ フル ㈲丸忠太田商店 ユニコーン金池給油所 金池7丁目8-1 0238-24-7978

59その他 フル ㈲山木鈴木商店 米沢ノースSS 窪田町窪田字東一本松下1-11 0238-37-6882

60ENEOS セルフ ヤマリョー㈱ 花沢R-13給油所 花沢900-3 0238-26-2501 〇

61ENEOS フル 米沢日石㈱ 米沢丸の内給油所 丸の内2丁目2-3 0238-21-3031

62ENEOS フル 米沢日石㈱ 米沢北給油所 窪田町窪田1233 0238-37-3263

米沢市

63ENEOS 燃料店 米沢日石㈱ 本社 大町1丁目1-59 0238-22-2220

64出光 フル 榎本商店 小岩川給油所 小岩川字大磯262-25 0235-44-2082

65コスモ セルフ 遠藤商事㈱ 伊勢原SS 伊勢原町1-44 0235-22-8292

66コスモ セルフ 遠藤商事㈱ 鶴岡インター前SS 美咲町34-1 0235-29-1755

鶴岡市

67ENEOS フル 荘内エネルギー㈱ Dr.Driveサンポートちわら店 大字茅原字草見鶴47-1 0235-23-3183
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地区　7 ブランド タイプ 社名 店名 住所 電話番号 販売店

68出光 フル ㈱庄内品川鶴岡支店 みどり町給油所 みどり町14-10 0235-22-0950

69コスモ フル 新橋商事㈱ 羽前水沢SS 水沢字中布目40-4 0235-35-2173

70ENEOS セルフ ㈱トガシオイル EneJetみどり町SS みどり町17-32 0235-22-6421

71ENEOS セルフ ㈱トガシオイル EneJet鶴岡SS 大宝字日本国375-7 0235-29-1450

72出光 セルフ 新潟サンリン㈱ ライフエイド宝田 宝田2-9-55 0235-23-2380

73シェル フル ㈱ハヤマ 淀川SS 小淀川74-3 0235-24-8200

74 アポロステーション フル ㈱ハヤマ おばこロード道形SS 道形町44-4 0235-24-0869

75出光 セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 7号鶴岡バイパス 白山字西野209-1 0235-24-1988

76ENEOS フル 富士鉱油㈱　酒田支店 みどり町SS みどり町12-5 0235-22-2416

77ENEOS フル 富士鉱油㈱　酒田支店 文園町SS 文園町7-13 0235-23-0206

78ENEOS フル ㈱本間商店 五十川給油所 五十川乙11 0235-45-2111

79ENEOS フル ㈱本間商店 温海給油所 湯温海湯之尻90-3 0235-43-3535

80ENEOS フル ㈱松本商店 櫛引鶴岡南SS 丸岡字鳥飼119-2 0235-57-5188

81その他 フル ㈱松本商店 大針SS 大針字小松沢口39 0235-53-2004

82シェル フル 丸輝石油㈱ 鶴岡SS 山王町12-13 0235-22-3276

83その他 セルフ ㈱矢萩商店 鶴岡どまんなかSS 錦町10-27 0235-25-6822

84その他 セルフ ㈱矢萩商店 庄内どまんなかSS 藤浪5-89 0235-64-4966

85ENEOS セルフ ヤマリョー㈱ 鶴岡西給油所 大塚町14-26 0235-33-9110 〇

86ENEOS フル ヤマリョー㈱ 鶴岡道形給油所 道形町20-10 0235-22-6248 〇

鶴岡市

87ENEOS フル ヤマリョー㈱ 鶴岡南給油所 文園3-2 0235-22-2335 〇

88シェル フル ㈲飽海 松山SS 竹田字下川原73-41 0234-62-2396

89ENEOS フル カメイ㈱ Dr.Drive酒田大宮店 あきほ町652-1 0234-22-4515

90シェル フル ㈲佐藤昭二商店 庄内空港前SS 浜中乙188-1 0234-92-2058

91ENEOS フル 荘内エネルギー㈱ Dr.Driveサンポートみずほ店 みずほ2丁目19-7 0234-24-4321

92ENEOS フル 荘内エネルギー㈱ Dr.Driveサンポートにしき店 京田2丁目13-2 0234-31-1575

93ENEOS フル 荘内エネルギー㈱ Dr.Driveサンポートいずみ店 東泉町3丁目18-1 0234-26-2484

94ENEOS フル 荘内エネルギー㈱ Dr.Driveサンポートあずま店 東町一丁目7-9 0234-24-6789

95出光 フル ㈱庄内品川 高見台SS 高見台2丁目2-19 0234-31-1455

96出光 フル ㈱東日本宇佐美　東北支店 7号酒田 京田1-6-1 0234-31-3121

97コスモ フル 日之出石油㈱ 若竹町給油所 若竹町2丁目2番9号 0234-23-3411

98コスモ フル 日之出石油㈱ コスモニュープラザ大宮給油所 大宮町4丁目4番13号 0234-22-5880

99コスモ フル 日之出石油㈱ 酒田泉給油所 東泉町4-11-1 0234-26-3963

100ENEOS フル フジクラ産業㈱ 酒田亀ヶ崎SS 亀ヶ崎3-9-39 0234-24-5302

101ENEOS フル フジクラ産業㈱ 酒田オオマチSS 東大町2-25-4 0234-24-0711

102ENEOS フル フジクラ産業㈱ アスカ345SS 飛鳥大林350 0234-52-2521

103ENEOS セルフ 富士鉱油㈱　酒田支店 セルフゆたか店 ゆたか1-15-19 0234-35-1080

104ENEOS フル 富士鉱油㈱　酒田支店 船場町SS 船場町2-3-50 0234-22-2169

105シェル フル 丸輝石油㈱ 亀ケ崎SS 亀ｹ崎2-2-4 0234-26-0306

106シェル フル 丸輝石油㈱ 高砂SS 松美町1-3 0234-33-2411

107その他 セルフ ㈱矢萩商店 酒田どまんなかSS こがね町1-1-1 0234-21-0881

108その他 セルフ ㈱矢萩商店 北庄内砂越どまんなかSS 砂越字粕町59-10 0234-61-7535

酒田市

109シェル フル 八幡燃料㈱ 八幡SS 小泉字上川原41 0234-64-3333

110ENEOS フル ヴィガ石油㈲ あじさい 鳥越690-3 0233-28-8260

111ENEOS フル ㈲鍵屋商会 新庄南給油所 鳥越1445-1 0233-22-0358

112ENEOS セルフ ㈲新庄小松商事 ENEOS本合海SS 大字本合海374-17 0233-26-2121

113出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 13号新庄 鳥越字栗田697-2 0233-28-8268

114ENEOS フル ㈱マルヨシ燃料 新庄バイパス給油所 金沢2264-8 0233-22-2588

115ENEOS フル 港屋商事㈱ 新庄中央SS 住吉町8-5 0233-22-1157

新庄市

116ENEOS 燃料店 港屋商事㈱ 新庄支店 大字仁間字磯ﾉ沢328-3 0233-23-0313

117ENEOS フル 寒河江石油㈱ 寒河江SS 日田字中向1 0237-84-4321

118ENEOS セルフ 日米商事㈱ EneJet寒河江南SS 大字島皿沼東745-1 0237-83-5575

寒河江市

119 アポロステーション フル 茂木石油㈱ 左沢SS 松川121-1 0237-62-2136

120コスモ セルフ 遠藤商事㈱ 上山バイパスSS 金生東2-17-36 023-672-4863

121シェル フル ㈱おかめ商店 上山駅前給油所 矢来3-1-31 023-672-2521

122ENEOS フル ㈱奥村油店 上山SS 二日町1-10 023-672-0123

上山市

123コスモ フル ㈱ユタカ石油 上山南SS 南町4-1 023-672-3849

124キグナス フル＆セルフ 河西建設㈱ キグナス徳内SS 楯岡新町3-3-7 0237-53-5299

125キグナス フル 河西建設㈱ キグナスセントラルプラザタテオカSS 中央2-3-23 0237-55-2059

126シェル フル ㈲林燃料店 出光昭和シェル石油金谷給油所 大字櫤山1267 0237-53-3430

127 アポロステーション フル 村山石油㈱ 楯岡バイパス給油所 楯岡俵町337-1 0237-55-5903

村山市

128 アポロステーション フル 村山石油㈱ 金谷バイパス給油所 大字櫤山字金谷原4600-30 0237-55-6200

129コスモ セルフ 遠藤商事㈱ 長井SS 時庭115-9 0238-83-3480

130その他 フル ㈱喜助 野川SS 横町9-19 0238-84-6387

131その他 フル ㈱喜助 長井SS 館町南1-10 0238-84-6389

132その他 フル ㈱喜助 今泉SS 今泉1812-75 0238-88-9441

133その他 セルフ 殖産石油㈱ Self四ツ谷 四ﾂ谷1-5-51 0238-88-2764

長井市

134ENEOS フル ㈱塩原屋 長井バイパス給油所 東町6-38 0238-84-6608
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135その他 セルフ 長井石油㈱ Selfe駅前 高野町1-3-10 0238-84-6161長井市

136その他 フル 長井石油㈱ 長井給油所 十日町1-2-32 0238-84-2217

137コスモ セルフ 遠藤商事㈱ コスモイオンモール天童SS 芳賀ﾀｳﾝ3-3-20 023-652-0851

138コスモ セルフ 遠藤商事㈱ 天童バイパスSS 北久野本5-10-23 023-653-5751

139 アポロステーション フル サトウ石油㈱ アラヤSS 荒谷7870-1 023-654-4121

140ENEOS フル 昭和鉱油㈱ 天童中央SS 三日町2-4-15 023-653-4461

141ENEOS フル 昭和鉱油㈱ 天童北SS 東久野本2-16-2 023-654-5840

142その他 フル＆セルフ 高橋石油㈱ オアシス天童 交り江4丁目1-18 023-654-1234

143出光 フル タワー石油㈱ 天童SS 久野本1273-2 023-653-5161

144ENEOS フル ㈲土屋油店 長岡北4-7-20 023-655-2433

145出光 フル＆セルフ ㈱東日本宇佐美　東北支店 13号山形バイパス 中里7-4-21 023-655-7511

146 伊藤忠エネクス フル 舞鶴石油㈱ 天童SS 東久野本2-1-6 023-653-6052

147ENEOS セルフ ヤマリョー㈱ 天童芳賀給油所 芳賀ﾀｳﾝ南6-2-22 023-674-8255 〇

天童市

148コスモ フル ㈲結城商会 カーケアステーション蔵増 蔵増660-2 023-654-1505

149ENEOS フル 上村石油㈱ 山形空港前SS 神町西6-1-18 0237-47-1221

150ENEOS フル ㈲大江一二商店 関山 関山41-1 0237-44-1200

151キグナス セルフ 河西建設㈱ キグナス東根バイパスSS 蟹沢字長谷1332-1 0237-43-2440

152キグナス フル＆セルフ 河西建設㈱ キグナスチェリープラザ大森SS 東根甲6026-5 0237-43-6031

153コスモ 燃料店 本田石油 本田石油 大字羽入2756-1 0237-47-2756

154その他 セルフ ㈱矢萩商店 東根バイパスどまんなかSS 蟹沢字楯ﾉ越1511-6 0237-53-0866

155その他 セルフ ㈱矢萩商店 東根どまんなかSS 中央1-12-16 0237-43-7800

東根市

156その他 フル ㈱矢萩商店 六田どまんなかSS 六田2-5-27 0237-43-2800

尾花沢市 157ENEOS フル ㈱大類兄弟商会 仲町サービスステーション 中町4-6 0237-22-0321

158コスモ セルフ 置賜ツバメ石油㈱ 赤湯セルフサービスステーション 三間通25-4 0238-43-7575

159コスモ フル 置賜ツバメ石油㈱ 赤湯温泉サービスステーション 赤湯3175-1 0238-27-8227

南陽市

160ENEOS セルフ 日米商事㈱ EneJet赤湯SS 南陽字川尻2977-1 0238-43-2454

161コスモ フル ㈲内藤油店 長崎SS 中山町長崎30 023-662-2842東村山郡

162コスモ セルフ 鍋屋商事㈱ 山辺町山辺6139-1 023-664-5838

163ENEOS フル 上村石油㈱ 谷地SS 河北町谷地月山堂403-1 0237-72-7222

164その他 フル 大久商店 月布給油所 大江町月布東表52-1 0237-64-2947

165ENEOS フル ㈲木嶋商店 ENEOS河北SS 河北町岩木868-7 0237-73-4848

166その他 フル＆セルフ 高橋石油㈱ オアシス寒河江 大江町左沢木ﾉ沢2130-1 0237-86-1682

167コスモ フル ㈱長岡モータース 大谷SS 朝日町大谷1491 0237-68-2225

168ENEOS フル ㈱マルキ佐藤商店 左沢SS 大江町大字左沢885 0237-62-2525

169ENEOS フル 港屋商事㈱ 谷地SS 河北町谷地甲24 0237-72-3115

170ENEOS 燃料店 港屋商事㈱ 本社 河北町谷地字月山堂644 0237-73-4321

西村山郡

171ENEOS フル 港屋商事㈱ 高関SS 河北町谷地字月山堂664 0237-73-3911

172ENEOS セルフ 置賜ツバメ石油㈱ 高畠カーケアセルフサービスステーション 高畠町高畠545 0238-52-2170

173出光 フル ㈱石油ショップ蓬田 カワニシSS 川西町大字上小松3660-3 0238-46-2826

174ENEOS フル ㈲西方燃料店 和田SS 高畠町元和田366 0238-56-2436

175出光 フル ㈱まるみや石油店 和田SS 高畠町元和田1011-1 0238-56-3250

東置賜郡

176ENEOS フル ㈱ヤブンジ石油 高畠SS 高畠町大字高畠945 0238-52-1154

177ENEOS フル ㈱梅津商店 椿SS 飯豊町椿3672-3 0238-72-3109

178ENEOS フル ㈱梅津商店 東山工業団地SS 飯豊町添川行人沢3514-4 0238-72-2622

179シェル フル ㈲カク上山口商店 出光昭和シェル白鷹バイパスSS 白鷹町大字荒砥乙720-6 0238-85-5481

180ENEOS フル ㈲松下商店 白鷹 白鷹町大字荒砥乙1036 0238-85-2140

181 アポロステーション フル ㈲まるや尾形商店 手の子SS 飯豊町手ﾉ子1496-1 0238-75-2415

西置賜郡

182コスモ フル (資)山佐 佐藤農機店小国SS 小国町玉川361-3 0238-64-2320

183ENEOS フル ㈱押切 大蔵SS 大蔵村大字合海32 0233-75-2039

184ENEOS フル 佐藤鉄工所㈱ 古口SS 戸沢村大字古口373 0233-72-2522

185ENEOS フル ㈱佐藤良蔵商店 舟形SS 舟形町舟形281-4 0233-32-2166

186ENEOS フル 髙橋油店 赤倉SS 最上町大字富澤884 0233-45-2055

187ENEOS フル フジイ㈱ フジイSS 最上町向町480-4 0233-43-3963

最上郡

188その他 フル＆セルフ ㈱マルヨシ燃料 鮭川セルフSS 鮭川村京塚1259-1 0233-55-2688

189シェル フル ㈱泉屋商店 ShowaShellSekiyu狩川給油所 庄内町狩川山居24 0234-56-2221

190ENEOS フル ㈱寿商会 余目北SS 庄内町余目字月屋敷101-2 0234-42-0877

191ENEOS フル ㈱寿商会 余目西SS 庄内町余目字大塚107-5 0234-42-3155

東田川郡

192コスモ フル ㈱庄内品川 佐藤善治商店SS 庄内町余目字猿田44-10 0234-43-3984

193 アポロステーション セルフ 遊佐石油販売㈱ ほっとセルフエルパ遊佐SS 遊佐町小原田字沼田15-1 0234-72-2666飽海郡

194出光 フル 遊佐石油販売㈱ 遊来夢西浜SS 遊佐町菅里字菅野2 0234-77-2421


